
 

 

 

 

 

村文化祭が、この春村内で開校した小中学校を会場に開催します。

○日

○場

問

○

○

○

○

問

移住・定住者向けパンフレットをご覧ください
 

パンフレットを作成し、今回

制度等について、詳しくは移住相談室までお問い合わせください。

問

ども園のお友達と遊んだ

○

○

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え等

問

○

11

○

○

問

受診希望の方は、いいたてクリニック駐車場に直接お越しください。検査

車輌の中で受け付け及び検査を実施します。（事前申し込みはいりません

※福島市内あづま脳神経外科病院で受ける場合は、予約が必要となります。

○日

○時

○場

問

前

服装でお越しください。

○日時…

○場所…交流センター

※村の血圧計を準備しますが、血圧計をお持ちの方はご持参ください。

問

た、

問

「いいたて村文化祭
 「いいタネいっぱい

村文化祭が、この春村内で開校した小中学校を会場に開催します。

○日 時…

    

   

    

○場 所…

問生涯学習課

村では、下記により復興公営住宅飯野町団地の入居者を募集します。

○対 象

○募集戸

○提出書

○申込期

問建設課建設管理係（本庁☎

移住・定住者向けパンフレットをご覧ください
 村では、

パンフレットを作成し、今回

制度等について、詳しくは移住相談室までお問い合わせください。

問移住相談室

未就園児のお子さんと

ども園のお友達と遊んだ

○日 時…

○場 所…までいの里のこども園

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え等

問までいの里のこども園（

○体育館無料開放

11月７日（水）、

○内 容

○場 所

問生涯学習課（

村では、

受診希望の方は、いいたてクリニック駐車場に直接お越しください。検査

車輌の中で受け付け及び検査を実施します。（事前申し込みはいりません

※福島市内あづま脳神経外科病院で受ける場合は、予約が必要となります。

○日 時…

○時 間…

○場 所

問健康福祉課健康係（

村では、家庭で血圧を正し

前 10 時からまでいの里の健康運動塾を

服装でお越しください。

○日時…

○場所…交流センター

※村の血圧計を準備しますが、血圧計をお持ちの方はご持参ください。

問健康福祉課健康係（いちばん館☎

村内に自生しているきのこや山菜

た、絶対に食べないようにしてください。

問復興対策課農政

いいたてクリニックの診療日時

「いいたて村文化祭
「いいタネいっぱい

村文化祭が、この春村内で開校した小中学校を会場に開催します。

時…10 月

    （ステージ発表、作品展示、飲食物販など）

    10 月

    （作品展示のみ）

所…草野・飯樋・臼石小学校、飯舘中学校

生涯学習課（ふれ愛館

村では、下記により復興公営住宅飯野町団地の入居者を募集します。

対 象 者…平成

募集戸数…①

提出書類…①申込書②所得のある方全員の

③家族全員の住民票④住民税の完納証明書

申込期限…11

建設課建設管理係（本庁☎

移住・定住者向けパンフレットをご覧ください
村では、移住・定住者向けの

パンフレットを作成し、今回

制度等について、詳しくは移住相談室までお問い合わせください。

移住相談室「e

こども園に遊びに来てください♪
未就園児のお子さんと

ども園のお友達と遊んだ

時…11 月

 ※受付

所…までいの里のこども園

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え等

までいの里のこども園（

運動して
体育館無料開放

日（水）、14

容…卓球、バドミントン

所…福島県青少年会館体育館

生涯学習課（スポーツ公園

村内で内部被ばく検査実施します
村では、11月と

受診希望の方は、いいたてクリニック駐車場に直接お越しください。検査

車輌の中で受け付け及び検査を実施します。（事前申し込みはいりません

※福島市内あづま脳神経外科病院で受ける場合は、予約が必要となります。

時…11 月

12 月

間…午前９時

所…いいたてクリニック駐車場

健康福祉課健康係（

「血圧を正しく測る教室」のお知らせ
村では、家庭で血圧を正し

時からまでいの里の健康運動塾を

服装でお越しください。

○日時…10 月 25

○場所…交流センター

※村の血圧計を準備しますが、血圧計をお持ちの方はご持参ください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎

村内きのこ・山菜
村内に自生しているきのこや山菜

絶対に食べないようにしてください。

復興対策課農政

いいたてクリニックの診療日時

「いいたて村文化祭
「いいタネいっぱい 

村文化祭が、この春村内で開校した小中学校を会場に開催します。

月 27 日(

（ステージ発表、作品展示、飲食物販など）

月 28 日

（作品展示のみ）

草野・飯樋・臼石小学校、飯舘中学校

ふれ愛館

飯野町団地入居者募集
村では、下記により復興公営住宅飯野町団地の入居者を募集します。

平成 23 年

①３ＬＤＫ：５戸（戸建て）

①申込書②所得のある方全員の

③家族全員の住民票④住民税の完納証明書

11 月 30

建設課建設管理係（本庁☎

移住・定住者向けパンフレットをご覧ください
移住・定住者向けの

パンフレットを作成し、今回

制度等について、詳しくは移住相談室までお問い合わせください。

e-ライフセンターいいたて

こども園に遊びに来てください♪
未就園児のお子さんと

ども園のお友達と遊んだ

月 16 日（金）

※受付午前９時

所…までいの里のこども園

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え等

までいの里のこども園（

運動して
体育館無料開放日時 

14日（水）

卓球、バドミントン

福島県青少年会館体育館

スポーツ公園

村内で内部被ばく検査実施します
月と 12月に３日間ずつ村内で内部被ばく検査を実施します。

受診希望の方は、いいたてクリニック駐車場に直接お越しください。検査

車輌の中で受け付け及び検査を実施します。（事前申し込みはいりません

※福島市内あづま脳神経外科病院で受ける場合は、予約が必要となります。

月 13 日（火）～

月 11 日（火）～

午前９時 30

…いいたてクリニック駐車場

健康福祉課健康係（いちばん館

「血圧を正しく測る教室」のお知らせ
村では、家庭で血圧を正し

時からまでいの里の健康運動塾を

服装でお越しください。

25 日（木）

○場所…交流センター1

※村の血圧計を準備しますが、血圧計をお持ちの方はご持参ください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎

村内きのこ・山菜
村内に自生しているきのこや山菜

絶対に食べないようにしてください。

復興対策課農政第二係（本庁☎

いいたてクリニックの診療日時

「いいたて村文化祭
 集おういいたて」をテーマに、第

村文化祭が、この春村内で開校した小中学校を会場に開催します。

(土)  午前９時

（ステージ発表、作品展示、飲食物販など）

日(日)  

（作品展示のみ）※ステージ発表、飲食物販はありません。

草野・飯樋・臼石小学校、飯舘中学校

ふれ愛館☎0244

飯野町団地入居者募集
村では、下記により復興公営住宅飯野町団地の入居者を募集します。

年３月 11

３ＬＤＫ：５戸（戸建て）

①申込書②所得のある方全員の

③家族全員の住民票④住民税の完納証明書

30 日（金）

建設課建設管理係（本庁☎0244

移住・定住者向けパンフレットをご覧ください
移住・定住者向けの

パンフレットを作成し、今回に同封しましたのでどうぞご一読ください。

制度等について、詳しくは移住相談室までお問い合わせください。

ライフセンターいいたて

こども園に遊びに来てください♪
未就園児のお子さんと、その保護者

ども園のお友達と遊んだり、色々な遊具で楽しんだりしませんか。

日（金） 午前９時～

午前９時 15 分

所…までいの里のこども園

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え等

までいの里のこども園（☎024

運動していい汗かきましょう！
  

日（水）、28（水）

卓球、バドミントン

福島県青少年会館体育館

スポーツ公園☎0244

村内で内部被ばく検査実施します
月に３日間ずつ村内で内部被ばく検査を実施します。

受診希望の方は、いいたてクリニック駐車場に直接お越しください。検査

車輌の中で受け付け及び検査を実施します。（事前申し込みはいりません

※福島市内あづま脳神経外科病院で受ける場合は、予約が必要となります。

日（火）～11

日（火）～

30 分～午後２時

…いいたてクリニック駐車場

いちばん館

「血圧を正しく測る教室」のお知らせ
村では、家庭で血圧を正しく測るための学習会を開きます。

時からまでいの里の健康運動塾を

服装でお越しください。1

日（木）1午前９時

1ふれ愛館

※村の血圧計を準備しますが、血圧計をお持ちの方はご持参ください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎

村内きのこ・山菜
村内に自生しているきのこや山菜

絶対に食べないようにしてください。

係（本庁☎

いいたてクリニックの診療日時

「いいたて村文化祭」
集おういいたて」をテーマに、第

村文化祭が、この春村内で開校した小中学校を会場に開催します。

午前９時

（ステージ発表、作品展示、飲食物販など）

  午前９時

※ステージ発表、飲食物販はありません。

草野・飯樋・臼石小学校、飯舘中学校

0244-42-0072

飯野町団地入居者募集
村では、下記により復興公営住宅飯野町団地の入居者を募集します。

11 日時点で飯舘村に居住していた世帯

３ＬＤＫ：５戸（戸建て）

①申込書②所得のある方全員の

③家族全員の住民票④住民税の完納証明書

日（金） 

0244-42-

移住・定住者向けパンフレットをご覧ください
移住・定住者向けの補助制度を開始しました。制度をまとめた

に同封しましたのでどうぞご一読ください。

制度等について、詳しくは移住相談室までお問い合わせください。

ライフセンターいいたて

こども園に遊びに来てください♪
、その保護者

り、色々な遊具で楽しんだりしませんか。

午前９時～

分まで。

所…までいの里のこども園 飯舘村伊丹沢字山田

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え等

0244-42-

いい汗かきましょう！

（水）  午前

卓球、バドミントンなど ※

福島県青少年会館体育館（福島市黒岩）

☎0244-42

村内で内部被ばく検査実施します
月に３日間ずつ村内で内部被ばく検査を実施します。

受診希望の方は、いいたてクリニック駐車場に直接お越しください。検査

車輌の中で受け付け及び検査を実施します。（事前申し込みはいりません

※福島市内あづま脳神経外科病院で受ける場合は、予約が必要となります。

11 月 15

日（火）～12 月 13

分～午後２時

…いいたてクリニック駐車場

いちばん館☎0244

「血圧を正しく測る教室」のお知らせ
く測るための学習会を開きます。

時からまでいの里の健康運動塾を

午前９時 20

ふれ愛館1

※村の血圧計を準備しますが、血圧計をお持ちの方はご持参ください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎0244

村内きのこ・山菜
村内に自生しているきのこや山菜は、

絶対に食べないようにしてください。

係（本庁☎0244

いいたてクリニックの診療日時 

第 902

」10/27
集おういいたて」をテーマに、第

村文化祭が、この春村内で開校した小中学校を会場に開催します。

午前９時 30 分

（ステージ発表、作品展示、飲食物販など）

午前９時 30 分

※ステージ発表、飲食物販はありません。

草野・飯樋・臼石小学校、飯舘中学校

0072・FAX0244

飯野町団地入居者募集
村では、下記により復興公営住宅飯野町団地の入居者を募集します。

日時点で飯舘村に居住していた世帯

３ＬＤＫ：５戸（戸建て）②

①申込書②所得のある方全員の

③家族全員の住民票④住民税の完納証明書

-1624）

移住・定住者向けパンフレットをご覧ください
補助制度を開始しました。制度をまとめた

に同封しましたのでどうぞご一読ください。

制度等について、詳しくは移住相談室までお問い合わせください。

ライフセンターいいたて」（☎

こども園に遊びに来てください♪
、その保護者を対象に、園舎開放を行います。こ

り、色々な遊具で楽しんだりしませんか。

午前９時～午前

まで。 

飯舘村伊丹沢字山田

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え等 

-0229）

いい汗かきましょう！

午前10時～正午

※上履き持参

（福島市黒岩）

42-0152

村内で内部被ばく検査実施します
月に３日間ずつ村内で内部被ばく検査を実施します。

受診希望の方は、いいたてクリニック駐車場に直接お越しください。検査

車輌の中で受け付け及び検査を実施します。（事前申し込みはいりません

※福島市内あづま脳神経外科病院で受ける場合は、予約が必要となります。

15 日（木）

13 日（木）

分～午後２時 30 分 

…いいたてクリニック駐車場 

0244-42-

「血圧を正しく測る教室」のお知らせ
く測るための学習会を開きます。

時からまでいの里の健康運動塾を行います。参加の

20 分～午前９時

※村の血圧計を準備しますが、血圧計をお持ちの方はご持参ください。

0244-42-

村内きのこ・山菜 食べないで！
は、販売・

絶対に食べないようにしてください。 

0244-42-1625

 毎週火・木曜日

902 号 平成

10/27・28
集おういいたて」をテーマに、第

村文化祭が、この春村内で開校した小中学校を会場に開催します。

分 ～ 午後４時

（ステージ発表、作品展示、飲食物販など）

分 ～ 正午

※ステージ発表、飲食物販はありません。

草野・飯樋・臼石小学校、飯舘中学校 

FAX0244-

飯野町団地入居者募集
村では、下記により復興公営住宅飯野町団地の入居者を募集します。

日時点で飯舘村に居住していた世帯

②２ＬＤＫ：３戸（長屋建て）

①申込書②所得のある方全員の 28 年、

③家族全員の住民票④住民税の完納証明書

） 

移住・定住者向けパンフレットをご覧ください
補助制度を開始しました。制度をまとめた

に同封しましたのでどうぞご一読ください。

制度等について、詳しくは移住相談室までお問い合わせください。

（☎0244

こども園に遊びに来てください♪
を対象に、園舎開放を行います。こ

り、色々な遊具で楽しんだりしませんか。

午前 10 時 30

飯舘村伊丹沢字山田

） 

いい汗かきましょう！

時～正午

上履き持参 

（福島市黒岩）

152） 

村内で内部被ばく検査実施します
月に３日間ずつ村内で内部被ばく検査を実施します。

受診希望の方は、いいたてクリニック駐車場に直接お越しください。検査

車輌の中で受け付け及び検査を実施します。（事前申し込みはいりません

※福島市内あづま脳神経外科病院で受ける場合は、予約が必要となります。

日（木） 

日（木） 

-1637）

「血圧を正しく測る教室」のお知らせ
く測るための学習会を開きます。

行います。参加の

分～午前９時

※村の血圧計を準備しますが、血圧計をお持ちの方はご持参ください。

-1637）

食べないで！
販売・他人に

1625） 

毎週火・木曜日

平成 30

28 開催！
集おういいたて」をテーマに、第

村文化祭が、この春村内で開校した小中学校を会場に開催します。

午後４時 

（ステージ発表、作品展示、飲食物販など） 

正午   

※ステージ発表、飲食物販はありません。

-42-0860

飯野町団地入居者募集 

村では、下記により復興公営住宅飯野町団地の入居者を募集します。

日時点で飯舘村に居住していた世帯

２ＬＤＫ：３戸（長屋建て）

年、29 分所得証明書

③家族全員の住民票④住民税の完納証明書 

移住・定住者向けパンフレットをご覧ください
補助制度を開始しました。制度をまとめた

に同封しましたのでどうぞご一読ください。

制度等について、詳しくは移住相談室までお問い合わせください。

0244-42-0310

こども園に遊びに来てください♪
を対象に、園舎開放を行います。こ

り、色々な遊具で楽しんだりしませんか。

30 分  

飯舘村伊丹沢字山田 380

いい汗かきましょう！

時～正午 

 

（福島市黒岩） 

村内で内部被ばく検査実施します
月に３日間ずつ村内で内部被ばく検査を実施します。

受診希望の方は、いいたてクリニック駐車場に直接お越しください。検査

車輌の中で受け付け及び検査を実施します。（事前申し込みはいりません

※福島市内あづま脳神経外科病院で受ける場合は、予約が必要となります。

） 

「血圧を正しく測る教室」のお知らせ
く測るための学習会を開きます。

行います。参加の方は動きやすい

分～午前９時 55 分1

※村の血圧計を準備しますが、血圧計をお持ちの方はご持参ください。

）1

食べないで！
他人に譲渡はできません。

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

30 年 10 月

開催！
集おういいたて」をテーマに、第 35 回いいたて

村文化祭が、この春村内で開校した小中学校を会場に開催します。

 入場無料

 入場無料

※ステージ発表、飲食物販はありません。

0860） 

村では、下記により復興公営住宅飯野町団地の入居者を募集します。

日時点で飯舘村に居住していた世帯

２ＬＤＫ：３戸（長屋建て）

分所得証明書

 

移住・定住者向けパンフレットをご覧ください
補助制度を開始しました。制度をまとめた

に同封しましたのでどうぞご一読ください。

制度等について、詳しくは移住相談室までお問い合わせください。

0310） 

こども園に遊びに来てください♪ 
を対象に、園舎開放を行います。こ

り、色々な遊具で楽しんだりしませんか。

 

380 

いい汗かきましょう！ 

村内で内部被ばく検査実施します 
月に３日間ずつ村内で内部被ばく検査を実施します。

受診希望の方は、いいたてクリニック駐車場に直接お越しください。検査

車輌の中で受け付け及び検査を実施します。（事前申し込みはいりません

※福島市内あづま脳神経外科病院で受ける場合は、予約が必要となります。

「血圧を正しく測る教室」のお知らせ 

く測るための学習会を開きます。その後、午

方は動きやすい

1

※村の血圧計を準備しますが、血圧計をお持ちの方はご持参ください。

食べないで！ 
譲渡はできません。

午前９時～正午（受付は午前８時

月 20 日

開催！ 
回いいたて

村文化祭が、この春村内で開校した小中学校を会場に開催します。 

入場無料 

入場無料 

※ステージ発表、飲食物販はありません。 

村では、下記により復興公営住宅飯野町団地の入居者を募集します。 

日時点で飯舘村に居住していた世帯 

２ＬＤＫ：３戸（長屋建て）

分所得証明書 

移住・定住者向けパンフレットをご覧ください 
補助制度を開始しました。制度をまとめた

に同封しましたのでどうぞご一読ください。

制度等について、詳しくは移住相談室までお問い合わせください。 

を対象に、園舎開放を行います。こ

り、色々な遊具で楽しんだりしませんか。 

月に３日間ずつ村内で内部被ばく検査を実施します。

受診希望の方は、いいたてクリニック駐車場に直接お越しください。検査

車輌の中で受け付け及び検査を実施します。（事前申し込みはいりません。

※福島市内あづま脳神経外科病院で受ける場合は、予約が必要となります。

 

その後、午

方は動きやすい

※村の血圧計を準備しますが、血圧計をお持ちの方はご持参ください。1

譲渡はできません。ま

午前９時～正午（受付は午前８時

 

日 

 

２ＬＤＫ：３戸（長屋建て） 

補助制度を開始しました。制度をまとめた

に同封しましたのでどうぞご一読ください。 

を対象に、園舎開放を行います。こ

月に３日間ずつ村内で内部被ばく検査を実施します。

受診希望の方は、いいたてクリニック駐車場に直接お越しください。検査

。）

※福島市内あづま脳神経外科病院で受ける場合は、予約が必要となります。 

その後、午

方は動きやすい

1

ま

 

 
 
 

いいたて村の道の駅までい館で、加藤登紀子さんの次女であり、

親善大使までい大使

鑑賞

さい。

ストロメリア

ださい

○日 

○場 

※事前にお申し込みがない方も、当日ご鑑賞いただけます。（ただし会

場の席数の都合上、原則立ち見にてお願いします。）

申込・問

農による生きがい再生支援事業の締切につい
村では、生きがい農業（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農に

よる生きがい再生支援事業（補助対象経費×補助率

万円】）の今年度の

事業の活用を希望の方は、

○申請方法

○要  

① 村内の農用地での作付けであること

② 原則として、平成

（平成

③ 補助金の交付決定後に購入した資材等であること

④ 村税等の滞納がないこと

○申請締切：

問復興対策課農政第一係（本庁☎

村では、

ジを再送信する事業を進めて

月31

【費用

※月額使用料については現在減免されております。

○お申し込みから工事まで３～４か月程度かかる場合がございます。

○10

問総務課企画課係

福島ユナイテッドを応援しよう！サッカー観戦無料招
福島ユナイテッドから

に住所のある方や、勤務先が村内であれば無料で観戦できます。

同封のチラシをご覧ください。

【招待方法】

①11

②総合案内所にて住所・学校・勤務先がわかるものを提示

③ご家族分最大４名までＡゾーンチケットと引き換え

問生涯学習課

 村では

による対談を開催します。「和の達人」お二人の軽妙で深いお話にご期待

ください。

○日 

○場 

※参加ご希望の方はお電話か

問生涯学習課

 不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

ます。相談は無料です。

○日時…

○会場…飯舘村交流センター

申込・

任期満了に伴う福島県知事選挙が

「あなたの未来」を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しましょう。

○福島県知事選挙

○投票日

○期日前投票

※投票場所、時間等の詳細は別に送付した選挙のお知らせ等をご覧ください

問飯舘村選挙管理委員会

 

午前９時～正午（受付は午前８時

Ｙａｅ（ヤエ）ミニコンサートｉｎまでい館開催！
いいたて村の道の駅までい館で、加藤登紀子さんの次女であり、

親善大使までい大使

鑑賞を希望される方は、復興対策課農政第二係まで

さい。（申し込み先着

ストロメリア

ださい。詳しくは、同封

 時…10

 所…いいたて村の道の駅までい館

※事前にお申し込みがない方も、当日ご鑑賞いただけます。（ただし会

場の席数の都合上、原則立ち見にてお願いします。）

・問復興対策課農政第二係

農による生きがい再生支援事業の締切につい
村では、生きがい農業（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農に

よる生きがい再生支援事業（補助対象経費×補助率

万円】）の今年度の

事業の活用を希望の方は、

○申請方法:

  件:

村内の農用地での作付けであること

原則として、平成

（平成 31 年

補助金の交付決定後に購入した資材等であること

村税等の滞納がないこと

○申請締切：

復興対策課農政第一係（本庁☎

飯舘村地上デジタル放送再送信事業につい
では、村内で地上デジタル放送（地デジ）が映らない方を対象に地デ

ジを再送信する事業を進めて

31日（水）まで

費用】 ①加入分担金：２万円

※月額使用料については現在減免されております。

○お申し込みから工事まで３～４か月程度かかる場合がございます。

10 月 31 日（水）

総務課企画課係

福島ユナイテッドを応援しよう！サッカー観戦無料招
福島ユナイテッドから

に住所のある方や、勤務先が村内であれば無料で観戦できます。

同封のチラシをご覧ください。

【招待方法】

11 月 18 日（日）

②総合案内所にて住所・学校・勤務先がわかるものを提示

③ご家族分最大４名までＡゾーンチケットと引き換え

生涯学習課

「和の心を学ぶ
では、「分

による対談を開催します。「和の達人」お二人の軽妙で深いお話にご期待

ください。 

 時…11

 所…飯舘村交流センター

※参加ご希望の方はお電話か

生涯学習課

司法書士による相談会を開催します
不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

ます。相談は無料です。

○日時…11

○会場…飯舘村交流センター

申込・問福島県

福島県知事選挙の日程について
任期満了に伴う福島県知事選挙が

「あなたの未来」を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しましょう。

○福島県知事選挙

○投票日投票時間

○期日前投票

※投票場所、時間等の詳細は別に送付した選挙のお知らせ等をご覧ください

飯舘村選挙管理委員会

午前９時～正午（受付は午前８時

Ｙａｅ（ヤエ）ミニコンサートｉｎまでい館開催！
いいたて村の道の駅までい館で、加藤登紀子さんの次女であり、

親善大使までい大使

を希望される方は、復興対策課農政第二係まで

（申し込み先着

ストロメリア）プレゼント！

詳しくは、同封

10 月 26

いいたて村の道の駅までい館

※事前にお申し込みがない方も、当日ご鑑賞いただけます。（ただし会

場の席数の都合上、原則立ち見にてお願いします。）

復興対策課農政第二係

農による生きがい再生支援事業の締切につい
村では、生きがい農業（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農に

よる生きがい再生支援事業（補助対象経費×補助率

万円】）の今年度の

事業の活用を希望の方は、

:復興対策課農政第一係で、届出書等に記入・押印

:   

村内の農用地での作付けであること

原則として、平成

年３月までに作付け状況が確認できること）

補助金の交付決定後に購入した資材等であること

村税等の滞納がないこと

○申請締切：10 月

復興対策課農政第一係（本庁☎

飯舘村地上デジタル放送再送信事業につい
村内で地上デジタル放送（地デジ）が映らない方を対象に地デ

ジを再送信する事業を進めて

日（水）までです。

①加入分担金：２万円

※月額使用料については現在減免されております。

○お申し込みから工事まで３～４か月程度かかる場合がございます。

日（水）以降の申込みは、平成

総務課企画課係（

福島ユナイテッドを応援しよう！サッカー観戦無料招
福島ユナイテッドから

に住所のある方や、勤務先が村内であれば無料で観戦できます。

同封のチラシをご覧ください。

【招待方法】 

日（日） 

②総合案内所にて住所・学校・勤務先がわかるものを提示

③ご家族分最大４名までＡゾーンチケットと引き換え

生涯学習課（ふれ愛館

「和の心を学ぶ
、「分とく山」総料理長・野

による対談を開催します。「和の達人」お二人の軽妙で深いお話にご期待

 

11 月３日

飯舘村交流センター

※参加ご希望の方はお電話か

生涯学習課（ふれ愛館

司法書士による相談会を開催します
不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

ます。相談は無料です。

11 月 13 日（火）午後１時～午後４時

○会場…飯舘村交流センター

福島県司法書士会事務局（☎

福島県知事選挙の日程について
任期満了に伴う福島県知事選挙が

「あなたの未来」を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しましょう。

○福島県知事選挙 

投票時間 

○期日前投票    
※投票場所、時間等の詳細は別に送付した選挙のお知らせ等をご覧ください

飯舘村選挙管理委員会

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

Ｙａｅ（ヤエ）ミニコンサートｉｎまでい館開催！
いいたて村の道の駅までい館で、加藤登紀子さんの次女であり、

親善大使までい大使 Yae（ヤエ）によるミニコンサートが開催されます。

を希望される方は、復興対策課農政第二係まで

（申し込み先着 60 名）

）プレゼント！

詳しくは、同封チラシをご覧ください。

26 日（金）

いいたて村の道の駅までい館

※事前にお申し込みがない方も、当日ご鑑賞いただけます。（ただし会

場の席数の都合上、原則立ち見にてお願いします。）

復興対策課農政第二係

農による生きがい再生支援事業の締切につい
村では、生きがい農業（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農に

よる生きがい再生支援事業（補助対象経費×補助率

万円】）の今年度の申請締切は

事業の活用を希望の方は、

復興対策課農政第一係で、届出書等に記入・押印

 

村内の農用地での作付けであること

原則として、平成 30 年

月までに作付け状況が確認できること）

補助金の交付決定後に購入した資材等であること

村税等の滞納がないこと

月 31 日（水）

復興対策課農政第一係（本庁☎

飯舘村地上デジタル放送再送信事業につい
村内で地上デジタル放送（地デジ）が映らない方を対象に地デ

ジを再送信する事業を進めて

です。希望される方は

①加入分担金：２万円

※月額使用料については現在減免されております。

○お申し込みから工事まで３～４か月程度かかる場合がございます。

以降の申込みは、平成

（本庁☎

福島ユナイテッドを応援しよう！サッカー観戦無料招
福島ユナイテッドから、

に住所のある方や、勤務先が村内であれば無料で観戦できます。

同封のチラシをご覧ください。

 とうほう・みんなのスタジアム

②総合案内所にて住所・学校・勤務先がわかるものを提示

③ご家族分最大４名までＡゾーンチケットと引き換え

ふれ愛館☎

「和の心を学ぶ
とく山」総料理長・野

による対談を開催します。「和の達人」お二人の軽妙で深いお話にご期待

日(土・祝

飯舘村交流センター

※参加ご希望の方はお電話か

ふれ愛館☎

司法書士による相談会を開催します
不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

ます。相談は無料です。予約優先ですが、当日の相談も受け付けます

日（火）午後１時～午後４時

○会場…飯舘村交流センター

司法書士会事務局（☎

福島県知事選挙の日程について
任期満了に伴う福島県知事選挙が

「あなたの未来」を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しましょう。

 告示日

  10 月

  10 月

※投票場所、時間等の詳細は別に送付した選挙のお知らせ等をご覧ください

飯舘村選挙管理委員会（総務課内☎

分～午前

Ｙａｅ（ヤエ）ミニコンサートｉｎまでい館開催！
いいたて村の道の駅までい館で、加藤登紀子さんの次女であり、

（ヤエ）によるミニコンサートが開催されます。

を希望される方は、復興対策課農政第二係まで

名）申し込みいただいた方には、

）プレゼント！Yaeさん

チラシをご覧ください。

日（金） 午後

いいたて村の道の駅までい館

※事前にお申し込みがない方も、当日ご鑑賞いただけます。（ただし会

場の席数の都合上、原則立ち見にてお願いします。）

復興対策課農政第二係（

農による生きがい再生支援事業の締切につい
村では、生きがい農業（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農に

よる生きがい再生支援事業（補助対象経費×補助率

申請締切は 10

事業の活用を希望の方は、復興対策課

復興対策課農政第一係で、届出書等に記入・押印

村内の農用地での作付けであること

年 12 月までに作付けする取組みであること

月までに作付け状況が確認できること）

補助金の交付決定後に購入した資材等であること

村税等の滞納がないこと。 

日（水） 

復興対策課農政第一係（本庁☎

飯舘村地上デジタル放送再送信事業につい
村内で地上デジタル放送（地デジ）が映らない方を対象に地デ

ジを再送信する事業を進めています。平成

希望される方は

①加入分担金：２万円 

※月額使用料については現在減免されております。

○お申し込みから工事まで３～４か月程度かかる場合がございます。

以降の申込みは、平成

☎0244-4

福島ユナイテッドを応援しよう！サッカー観戦無料招
、サッカー観戦の招待をいただきました。飯舘

に住所のある方や、勤務先が村内であれば無料で観戦できます。

同封のチラシをご覧ください。 

とうほう・みんなのスタジアム

②総合案内所にて住所・学校・勤務先がわかるものを提示

③ご家族分最大４名までＡゾーンチケットと引き換え

☎0244-42

「和の心を学ぶ」野﨑・上野対談開催
とく山」総料理長・野

による対談を開催します。「和の達人」お二人の軽妙で深いお話にご期待

土・祝) 午後

飯舘村交流センター ふれ愛館

※参加ご希望の方はお電話か FAX

☎0244-42

司法書士による相談会を開催します
不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

予約優先ですが、当日の相談も受け付けます

日（火）午後１時～午後４時

○会場…飯舘村交流センター ふれ愛館

司法書士会事務局（☎

福島県知事選挙の日程について
任期満了に伴う福島県知事選挙が

「あなたの未来」を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しましょう。

告示日 10 月

月 28 日（日）

月 12 日（金）～

※投票場所、時間等の詳細は別に送付した選挙のお知らせ等をご覧ください

（総務課内☎

分～午前 11 時 30

 

 

 

Ｙａｅ（ヤエ）ミニコンサートｉｎまでい館開催！
いいたて村の道の駅までい館で、加藤登紀子さんの次女であり、

（ヤエ）によるミニコンサートが開催されます。

を希望される方は、復興対策課農政第二係まで

申し込みいただいた方には、

さんの美しい歌声を聴きにぜひお越しく

チラシをご覧ください。

午後 6 時 30

いいたて村の道の駅までい館 

※事前にお申し込みがない方も、当日ご鑑賞いただけます。（ただし会

場の席数の都合上、原則立ち見にてお願いします。）

（本庁☎

農による生きがい再生支援事業の締切につい
村では、生きがい農業（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農に

よる生きがい再生支援事業（補助対象経費×補助率

10 月 31

復興対策課農政第一係

復興対策課農政第一係で、届出書等に記入・押印

村内の農用地での作付けであること。

月までに作付けする取組みであること

月までに作付け状況が確認できること）

補助金の交付決定後に購入した資材等であること

復興対策課農政第一係（本庁☎0244-42

飯舘村地上デジタル放送再送信事業につい
村内で地上デジタル放送（地デジ）が映らない方を対象に地デ

ます。平成

希望される方は企画係までお問い合わせください。

 ②月額使用料：

※月額使用料については現在減免されております。

○お申し込みから工事まで３～４か月程度かかる場合がございます。

以降の申込みは、平成

42-1613）

福島ユナイテッドを応援しよう！サッカー観戦無料招
サッカー観戦の招待をいただきました。飯舘

に住所のある方や、勤務先が村内であれば無料で観戦できます。

とうほう・みんなのスタジアム

②総合案内所にて住所・学校・勤務先がわかるものを提示

③ご家族分最大４名までＡゾーンチケットと引き換え

42-0072）

野﨑・上野対談開催
とく山」総料理長・野﨑洋光さんと万葉学者・上野誠さん

による対談を開催します。「和の達人」お二人の軽妙で深いお話にご期待

午後 1 時～

ふれ愛館

FAX で生涯学習課までお申込みくだ

42-0072・

司法書士による相談会を開催します
不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

予約優先ですが、当日の相談も受け付けます

日（火）午後１時～午後４時

ふれ愛館 

司法書士会事務局（☎024

福島県知事選挙の日程について
任期満了に伴う福島県知事選挙が 10 月

「あなたの未来」を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しましょう。

月 11 日（木）

日（日） 午前７時～午後６時

日（金）～10

※投票場所、時間等の詳細は別に送付した選挙のお知らせ等をご覧ください

（総務課内☎0244

30 分）☎

Ｙａｅ（ヤエ）ミニコンサートｉｎまでい館開催！
いいたて村の道の駅までい館で、加藤登紀子さんの次女であり、

（ヤエ）によるミニコンサートが開催されます。

を希望される方は、復興対策課農政第二係まで

申し込みいただいた方には、

の美しい歌声を聴きにぜひお越しく

チラシをご覧ください。

30 分より

 

※事前にお申し込みがない方も、当日ご鑑賞いただけます。（ただし会

場の席数の都合上、原則立ち見にてお願いします。）

☎0244-42

農による生きがい再生支援事業の締切につい
村では、生きがい農業（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農に

よる生きがい再生支援事業（補助対象経費×補助率

31 日（水）

農政第一係

復興対策課農政第一係で、届出書等に記入・押印

。 

月までに作付けする取組みであること

月までに作付け状況が確認できること）

補助金の交付決定後に購入した資材等であること

42-1621）

飯舘村地上デジタル放送再送信事業につい
村内で地上デジタル放送（地デジ）が映らない方を対象に地デ

ます。平成 30 年度工事分の申込みは

企画係までお問い合わせください。

②月額使用料：

※月額使用料については現在減免されております。

○お申し込みから工事まで３～４か月程度かかる場合がございます。

以降の申込みは、平成 31 年度に工事を実施します。

） 

福島ユナイテッドを応援しよう！サッカー観戦無料招
サッカー観戦の招待をいただきました。飯舘

に住所のある方や、勤務先が村内であれば無料で観戦できます。

とうほう・みんなのスタジアム

②総合案内所にて住所・学校・勤務先がわかるものを提示

③ご家族分最大４名までＡゾーンチケットと引き換え

） 

野﨑・上野対談開催
洋光さんと万葉学者・上野誠さん

による対談を開催します。「和の達人」お二人の軽妙で深いお話にご期待

時～（入場無料、お茶・お菓子付）

ふれ愛館 ホール

で生涯学習課までお申込みくだ

・FAX0244

司法書士による相談会を開催します
不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

予約優先ですが、当日の相談も受け付けます

日（火）午後１時～午後４時 ○予約…

 

024-534-7502

福島県知事選挙の日程について
月 28 日

「あなたの未来」を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しましょう。

日（木）   

午前７時～午後６時

10 月 27

※投票場所、時間等の詳細は別に送付した選挙のお知らせ等をご覧ください

0244-42-

分）☎0244-68

Ｙａｅ（ヤエ）ミニコンサートｉｎまでい館開催！
いいたて村の道の駅までい館で、加藤登紀子さんの次女であり、

（ヤエ）によるミニコンサートが開催されます。

を希望される方は、復興対策課農政第二係まで、事前に

申し込みいただいた方には、

の美しい歌声を聴きにぜひお越しく

チラシをご覧ください。 

分より 

※事前にお申し込みがない方も、当日ご鑑賞いただけます。（ただし会

場の席数の都合上、原則立ち見にてお願いします。） 

42-1625）

農による生きがい再生支援事業の締切につい
村では、生きがい農業（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農に

よる生きがい再生支援事業（補助対象経費×補助率 50％【補助金上限

日（水）です。 

農政第一係まで申請してください。

復興対策課農政第一係で、届出書等に記入・押印

月までに作付けする取組みであること

月までに作付け状況が確認できること）

補助金の交付決定後に購入した資材等であること。

） 

飯舘村地上デジタル放送再送信事業につい
村内で地上デジタル放送（地デジ）が映らない方を対象に地デ

年度工事分の申込みは

企画係までお問い合わせください。

②月額使用料：300 円（年額

※月額使用料については現在減免されております。 

○お申し込みから工事まで３～４か月程度かかる場合がございます。

年度に工事を実施します。

福島ユナイテッドを応援しよう！サッカー観戦無料招
サッカー観戦の招待をいただきました。飯舘

に住所のある方や、勤務先が村内であれば無料で観戦できます。

とうほう・みんなのスタジアム来場

②総合案内所にて住所・学校・勤務先がわかるものを提示

③ご家族分最大４名までＡゾーンチケットと引き換え 

野﨑・上野対談開催
洋光さんと万葉学者・上野誠さん

による対談を開催します。「和の達人」お二人の軽妙で深いお話にご期待

（入場無料、お茶・お菓子付）

ホール 

で生涯学習課までお申込みくだ

FAX0244-42-

司法書士による相談会を開催します
不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

予約優先ですが、当日の相談も受け付けます

○予約…11

7502） 

福島県知事選挙の日程について
日に執行されます。

「あなたの未来」を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しましょう。

    

午前７時～午後６時

27 日（土）

※投票場所、時間等の詳細は別に送付した選挙のお知らせ等をご覧ください

-1611） 

68-2277

Ｙａｅ（ヤエ）ミニコンサートｉｎまでい館開催！
いいたて村の道の駅までい館で、加藤登紀子さんの次女であり、

（ヤエ）によるミニコンサートが開催されます。

、事前にお申し込みくだ

申し込みいただいた方には、村産のお花（

の美しい歌声を聴きにぜひお越しく

※事前にお申し込みがない方も、当日ご鑑賞いただけます。（ただし会

） 

農による生きがい再生支援事業の締切につい
村では、生きがい農業（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農に

％【補助金上限

 

まで申請してください。

復興対策課農政第一係で、届出書等に記入・押印ください。

月までに作付けする取組みであること

月までに作付け状況が確認できること） 

。 

飯舘村地上デジタル放送再送信事業につい
村内で地上デジタル放送（地デジ）が映らない方を対象に地デ

年度工事分の申込みは

企画係までお問い合わせください。

円（年額

○お申し込みから工事まで３～４か月程度かかる場合がございます。

年度に工事を実施します。

福島ユナイテッドを応援しよう！サッカー観戦無料招
サッカー観戦の招待をいただきました。飯舘

に住所のある方や、勤務先が村内であれば無料で観戦できます。

（県営あづま陸上競技場

②総合案内所にて住所・学校・勤務先がわかるものを提示（免許証、社員証等

 

野﨑・上野対談開催
洋光さんと万葉学者・上野誠さん

による対談を開催します。「和の達人」お二人の軽妙で深いお話にご期待

（入場無料、お茶・お菓子付）

で生涯学習課までお申込みくだ

-0860） 

司法書士による相談会を開催します
不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

予約優先ですが、当日の相談も受け付けます

11 月８日（木）まで

 

福島県知事選挙の日程について 

執行されます。

「あなたの未来」を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しましょう。

 

午前７時～午後６時 

日（土） 

※投票場所、時間等の詳細は別に送付した選挙のお知らせ等をご覧ください

 

2277 

Ｙａｅ（ヤエ）ミニコンサートｉｎまでい館開催！  
いいたて村の道の駅までい館で、加藤登紀子さんの次女であり、飯舘村

（ヤエ）によるミニコンサートが開催されます。

お申し込みくだ

村産のお花（アル

の美しい歌声を聴きにぜひお越しく

※事前にお申し込みがない方も、当日ご鑑賞いただけます。（ただし会

農による生きがい再生支援事業の締切について
村では、生きがい農業（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農に

％【補助金上限

まで申請してください。

ください。

月までに作付けする取組みであること。

飯舘村地上デジタル放送再送信事業について  
村内で地上デジタル放送（地デジ）が映らない方を対象に地デ

年度工事分の申込みは 10

企画係までお問い合わせください。

円（年額 3,600 円）

○お申し込みから工事まで３～４か月程度かかる場合がございます。

年度に工事を実施します。

福島ユナイテッドを応援しよう！サッカー観戦無料招
サッカー観戦の招待をいただきました。飯舘

に住所のある方や、勤務先が村内であれば無料で観戦できます。詳しくは、

（県営あづま陸上競技場

（免許証、社員証等

野﨑・上野対談開催 
洋光さんと万葉学者・上野誠さん

による対談を開催します。「和の達人」お二人の軽妙で深いお話にご期待

（入場無料、お茶・お菓子付）

で生涯学習課までお申込みください。

 

司法書士による相談会を開催します 

不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

予約優先ですが、当日の相談も受け付けます

月８日（木）まで

 

執行されます。 

「あなたの未来」を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しましょう。

※投票場所、時間等の詳細は別に送付した選挙のお知らせ等をご覧ください

飯舘村

（ヤエ）によるミニコンサートが開催されます。1

お申し込みくだ

アル

の美しい歌声を聴きにぜひお越しく

※事前にお申し込みがない方も、当日ご鑑賞いただけます。（ただし会 

て  

村では、生きがい農業（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農に

％【補助金上限 50

まで申請してください。 

ください。 

。 

 
村内で地上デジタル放送（地デジ）が映らない方を対象に地デ

10

企画係までお問い合わせください。 

円） 

○お申し込みから工事まで３～４か月程度かかる場合がございます。 

年度に工事を実施します。  

福島ユナイテッドを応援しよう！サッカー観戦無料招待 

サッカー観戦の招待をいただきました。飯舘村

詳しくは、

（県営あづま陸上競技場） 

（免許証、社員証等） 

洋光さんと万葉学者・上野誠さん

による対談を開催します。「和の達人」お二人の軽妙で深いお話にご期待

（入場無料、お茶・お菓子付） 

さい。 

不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。 

月８日（木）まで 

「あなたの未来」を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しましょう。 

※投票場所、時間等の詳細は別に送付した選挙のお知らせ等をご覧ください。

 



 食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  
平成30年９月１日から30日までに村で行った食品等の放射性物質の測

定結果について、お知らせします。この他の測定品目や詳細な測定結果に

ついては、村ホームページに掲載していますので、ご覧ください。 

１．飲料水 

放射性セシウムの基準値「飲料水 10Ｂｑ／ℓ」 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

井戸水・湧水等 １ ０ 不検出 小宮 他 

２．一般食品 

放射性セシウムの基準値 「一般食品 100Bq/Kg」「乳児用食品 50Bq/Kg」 

問復興対策課農政第二係（本庁☎0244-42-1625） 

各行政区の放射線測定値 
村が独自に計測した各行政区の１時間当たりの大気中放射線測定値は

次のとおりです。放射線量は計測した日の天候・湿度などで変化します。

単位は全て㍃シーベルト/時です。※は除染未実施分です。 

【農地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
10 月４日（晴） ９月 20 日（晴） 

１ｍ １cｍ １ｍ １cm 

１ 草野字大谷地地内 0.27 0.29 0.29 0.28 

２ 深谷字原前地内 0.33 0.32 0.35 0.30 

３ 伊丹沢字山田地内 0.28 0.24 0.31 0.26 

４ 関沢字中頃地内 0.23 0.21 0.23 0.21 

５ 小宮字曲田地内 0.33 0.35 0.34 0.31 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.33 0.26 0.32 0.29 

７ 大倉字湯舟地内 0.22 0.25 0.24 0.37 

８ 佐須字佐須地内 0.23 0.21 0.21 0.22 

９ 草野字柏塚地内 0.15 0.14 0.17 0.15 

10 飯樋字下桶地内地内 0.29 0.24 0.36 0.39 

11 飯樋字一ノ関地内 0.16 0.16 0.19 0.19 

12 飯樋字笠石地内 0.34 0.35 0.31 0.29 

13 飯樋字原地内 0.29 0.26 0.32 0.29 

14 比曽字比曽地内 0.41 0.43 0.49 0.61 

15※ 長泥字長泥地内 2.03 2.82 2.04 2.80 

16 蕨平字木戸地内 0.46 0.41 0.45 0.38 

17 松塚字神田地内 0.18 0.19 0.16 0.16 

18 臼石字町地内 0.42 0.53 0.42 0.48 

19 前田字福田地内 0.36 0.35 0.34 0.35 

20 二枚橋字町地内 0.22 0.23 0.22 0.24 

【宅地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
10 月４日 ９月 20 日 

１ｍ １cm １ｍ １cm 

１ 草野字大師堂地内 0.16 0.15 0.16 0.16 

２ 深谷字大森地内 0.24 0.28 0.22 0.27 

３ 伊丹沢字山田地内 0.11 0.13 0.13 0.12 

４ 関沢字中頃地内 0.24 0.24 0.22 0.22 

５ 小宮字曲田地内 0.27 0.22 0.30 0.26 

６ 芦原白金地内 0.16 0.15 0.17 0.15 

７ 大倉字大倉地内 0.13 0.12 0.12 0.13 

８ 佐須字虎捕地内 0.27 0.25 0.29 0.24 

９ 草野字大坂地内 0.20 0.24 0.21 0.19 

10 飯樋字町地内 0.16 0.15 0.19 0.17 

11 飯樋字割木地内 0.23 0.21 0.24 0.20 

12 飯樋字笠石地内 0.21 0.19 0.22 0.18 

13 飯樋字宮仲地内 0.12 0.14 0.12 0.11 

14 比曽字中比曽地内 0.16 0.16 0.20 0.16 

15※ 長泥字曲田地内 1.90 1.99 1.91 2.33 

16 蕨平字蕨平地内 0.28 0.29 0.31 0.28 

17 関根字押木内地内 0.17 0.14 0.15 0.14 

18 臼石字菅田地内 0.21 0.20 0.20 0.18 

19 前田字古今明地内 0.20 0.15 0.21 0.14 

20 須萱字水上地内 0.12 0.13 0.12 0.12 

 

イ ン フ ル エ ン ザ 予 防 接 種 料 金 助 成 のお 知 ら せ  

 村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため接種料金の助成を行

います。助成について、詳しくは健康係までお問い合わせください。 

○助成期間…11 月 1 日（木）～平成 31 年 1 月 31 日（木） 

高齢者 

①村に住所を有する 65 歳以上の方 

②60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓、じん臓及び呼吸器の機能に障がいが 

ある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがある方（内臓疾 

患により身体障がい者１級程度の方） 

○接種方法…福島県内の医療機関に電話予約の上、接種してください。 

接種には、村発行の予診票が必要です。予診票は、健康福祉課窓口、社会 

福祉協議会のお茶飲み会で配布しています。郵送も可能です。健康係まで 

お問い合わせください。 

○持 ち 物…健康保険証、村発行の予診票 

※福島県立医科大学附属病院で接種し、村助成額を超えた額は自己負担と

なります。県外で接種の場合は、避難先市町村にお問い合わせください。 

中学生以下 

①村に住所を有する生後６か月から中学３年生まで 

○助成回数…生後６か月以上 13 歳未満の方： 全２回 

      13 歳以上中学３年生までの方 ：全１回 

○接種方法…指定医療機関に電話予約の上、接種してください。 

＊指定医療機関 

福島市、川俣町、伊達市、国見町、桑折町、南相馬市、相馬市、新地町内 

の医療機関（詳しくは、村ホームページの「平成 30 年度子どものインフ 

ルエンザ予防接種医療機関一覧」をご覧ください。） 

○持 ち 物…母子手帳、健康保険証（本人確認ができるもの） 

※上記以外の市町村、県外医療機関で接種する場合は、健康係までお問い

合わせください。 

問健康福祉課健康係（いちばん館☎0244-42-1638） 

弁護士による心配ごと相談を開催します 
村社会福祉協議会では、・鈴木芳喜弁護士による「心配ごと相談」を下

記のとおり開催しますのでご利用ください。相談は無料です。 

○日  時…11 月 20 日（火）  午後１時 15 分～午後３時 

○会  場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家） 

○申し込み…11 月 15 日（木）まで村社会福祉協議会に申込みください。 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

お茶のみ会のご案内 
村社会福祉協議会では、避難先での「お茶のみ会」を開催します。11

月は村内をめぐるバスハイクツアーを行います。事前に申し込みが必要に

なりますので、村社会福祉協議会までお申し込みください。 

開催日 場所 時間 会費 

11 月２日（金） 福島市 

杉妻学習センター 

午前９時 30 分 

～ 

午後３時 

200 円 
※当日徴収 11 月５日（月） 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

ゆかいなしあわせカフェ永井川のお知らせ 
村民同士の交流と健康づくりのために毎月１回開催しています。どなた

でも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。 

日時 集合場所 内容 

11 月 13 日（火） 

午前 10 時～ 

永井川集会所 

福島市永井川字古内９-２ 

芋煮会 

参加 100 円 ※当日徴収 

問代表世話人 佐藤俊雄（☎090-4885-9266） 

第２回「いいたて交流カフェ」のご案内 
一般社団法人いいたてネットワークでは、福島県からの助成を受け、村

民の交流・生きがいづくり等を目的とした第２回「いいたて交流カフェ」

を下記のとおりに開催します。 

〇日 時…11 月２日（金） 午後３時 30 分～午後８時 30 分 入退室自由 

〇場 所…福島市アクティブシニアセンター・アオウゼ 

   福島市曽根田町 1-18 MAX ふくしま 4 階 小活動室２ 

〇内 容…お悩み相談コーナー、ミニ勉強会ほか (詳細) 

http://iitate-network.org/iitate-cafe/ 

＜ミニ勉強会＞ 

テーマ「今後の村税（固定資産税ほか）について－先に避難指示解除した

町村からわかること」 

・１回目 午後４時～午後５時 ２回目 午後７時～午後８時 

〇お申込み 申し込みの必要はありませんが、ミニ勉強会に参加を希望す

る方は、資料等の印刷の都合もあるので、事前にお申込みください。 

申込・問一般社団法人いいたてネットワーク担当：横山（☎080-5733－7703） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

クリ 80 74 1,130 Bq/㎏ 蕨平 他 

サクラシメジ ９ ９ 35,131Bq/㎏ 小宮 他 

トチノミ ５ ５ 224Bq/㎏ 大倉 他 

ナツハゼ ５ ２ 12 Bq/㎏ 宮内 他 


